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走りは極めた。次は燃費だ。
次世代3気筒1.2L直噴スーパーチャージャエンジンの開発
Development of New I3 1.2L Supercharged Direct Injection Gasoline Engine

日産自動車（株）

日欧で販売を伸ばす量販車。求められるのは燃費性能だ。
日産 「第三のエコカー」は世界的な流れの中でエンジンのダウンサイジングが選ばれた。
しかし欧州と日本の使われ方で，エンジンに求められる性能は根本的な違いがあった。過渡特性の違いである。
このクラスでは贅沢ともいえる技術の投入によりピンポイントでの絶対性能を獲得しながら，
過渡特性の違いに悩み，適合性を求めざるを得なかった。それが技術開発賞につながったこのエンジンである。
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二代目エンジンは
ダウンサイジング

走りは極めた。次は燃費だ。
―日産自動車
（株）
―

ることはできません。また，環境への効果

気量としての下限は 1.2L に落ち着きまし

という点においても，大変優れたエンジン

た。そこには，マーチですでに市場導入

ができても，それが少量しか販売されな

が始まっている自然吸気の 1.2L エンジン

かったのでは，効果が限定的になってしま

HR12DE が，日産にはあります。その基

2012年に発売された日産ノートの二世

います。環境対応とは面積ですから，数多

本骨格となる部品は流用し，それによって

代目に搭載されたエンジンが，今回の受賞

く普及し，広い面積へ波及効果が及ぶこと

生産性でも効果を出していこうとしたので

技術となるHR12DDR型である。従来搭載

が肝心です。

す（表１）」。

されてきた，排気量1.5L直列4気筒クラス

そのような検討から，最終的に小さな排

のエンジンに対し，排気量1.2Lの直列3気
HR12DDR

筒＋スーパーチャージャ付で適合させた，

Engine Type

ダウンサイジングエンジンである。この
HR12DDRエンジンは，日産ノートに搭載
されるより先に，欧州市場向け日産マイク
ラ（日本名マーチ）に搭載され，市場導入
されている。ただし，マイクラではマニュ

HR12DE

Inline 3

Displacement (cc)

1198

Bore x Stroke (mm)

78x83.6

Compression Ratio

13.0/12.0

10.7

Max.Power (kW/rpm)

72 / 5600

59 / 6000

Max. Torque (Nm/rpm)

142 / 4400

110 / 4000

95

115

CO2 emission (g /km)

アルトランスミッション（MT）との組み

Emission Level

合わせがメインだったのに対して，ノート

Aspiration

Super Charger

Natural Aspiration

Fuel supply system

Direct Injection

Port Injection

INT. & EXH.

INT.

ではCVT（ベルト式無段変速機）との組み

EURO 5/JC08-75%

CVTC cystem

合わせのみであるほか，市場によってガソ

表1

リンオクタン価や走り方の違いなどもあり，

エンジン主要諸元

それぞれの仕向地や対象車種の違いによっ

次世代3気筒1.2L直噴スーパーチャージャエンジンとは

て，適合作業が必要であった。
では，まずは，そもそもダウンサイジン

小型２ボックスカーは世界的に大量販売される車種で，それだけに，各自動車メーカー間の競

グエンジンとして，直列3気筒直噴＋スー

争も激しい位置付けである。また，これから先，ますます，ハイブリッド車や電気自動車と競合

パーチャージャという仕様に至った背景を，

し，競争が激しくなるであろう市場でもある。そこに，ガソリンエンジンで飛躍的な燃費の改善

パワートレイン開発本部・パワートレイン

と，日常的なクルマの利用で十分な走りを提供する動力性能の両立を図ったのが，日本で日産

第一製品開発部・ガソリンエンジン製品開
発グループ・パワートレイン主管の岸 一昭
に語ってもらおう。
「まだ先行開発が行われていたとき，私は

ノートに搭載される直列 3 気筒ガソリン直噴スーパーチャージャ付エンジンの HR12DDR であ
る。欧州では，小排気量＋ターボチャージャのダウンサイジングが進み，日本国内では高圧縮
比とミラーサイクルを使った自然吸気エンジンという動きが，軽自動車を含めて進んでいる。その
両方の市場特性に，一つのエンジン形態で合わせていこうとしたのがこのエンジンの特徴でもあ
る。欧州市場と同じ過給を行いながら，スーパーチャージャを選択した理由も，そこにあった。

今とは違う技術企画部という部署で，環境
を担当していました。具体的には燃費の改
善です。そこには，電気自動車，ハイブリッ

熱効率向上

・3 気筒

・高圧縮比 12

ド車，そして従来通りのガソリンエンジン

・直噴システム

車も含まれています。電気自動車について

・ピストンクーリングチャンネル

は，まだリーフが発売される前で，それら

・Na 封入バルブ

の車種を，どのように普及させていくかを

・ミラーサイクル
・高熱伝導ピストンリング
・真鍮バルブガイド

フリクション低減

・水素フリー DLC コーティング
（ピストンリング・バルブリフタ）
・可変容量オイルポンプ
・回転変動吸収クランクプーリ

考えていたのです。
そのなかで，ガソリンエンジンで燃費を
改善する策，ポンピング損失の低減が課題
としてあります。これを実現するには，排
気量を小さくしていくのが一番効きます。
では，どこまで排気量を小さくしていくの

ポンピングロス低減

かといった場合，当初は，この1.2Lより小

・ミラーサイクル

さなエンジンも検討していました。しかし

・EGR(Internal/External)

(Intake and Exhaust CVTC）

一方で，自動車メーカーとしてはできるだ
け数多く販売し，収益を上げることも忘れ
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内燃機関としての
究極を追求する

ネルギーが使われると，排気温度が下がり

での温度コントロールもありますが，イン

ます。すると，触媒の活性に時間を要する

ジェクタメーカーに頑張っていただくこと

ことになります。排ガス温度を高める方法

も重要でした」と，直噴の難しさを語る。

として，点火時期を遅らせ，燃焼を長引か

その上で，
「大手のインジェクタメーカー

エンジンの構想としての狙いどころは，

せるというやり方もありますが，触媒の活

の製品の中から，適切な仕様を選んで，目

以上のようであった。では，具体的にはど

性のために余計なエネルギーを使いたくは

標性能の達成と，コストの折り合いをつけ

のような仕様にしていくことになったのだ

なかったのです。排ガス浄化性能をきちっ

ていきました」と，富田は取り組みを語る。

ろうか？

と出す面でも，スーパーチャージャを選び

パワートレイン開発本部・パワートレイ
ン第一製品開発部・ガソリンエンジン製品

ました」。

次に燃費など，目標性能の作り込みの段
階で，佐藤は，

このようにエンジン構想が練られていく

「実は，ミラーサイクルを行うため，可変

開発グループ・主担の佐藤 健が説明する。

なかで，いざ開発を始めてみて，苦労はな

バルブタイミングを採り入れ，さらに熱

「私は，このエンジンの先行開発から，量

かったのだろうか？

効率を高めるためにEGRを採用し，また，

産へ向けたプロジェクトの立ち上げ，最終

まず部品では，パワートレイン開発本

スーパーチャージャを必要なときのみに稼

的に量産する段階までかかわってきました。

部・パワートレイン実験部・エンジン機能

働させるため，
クラッチのオン・オフといっ

そのなかで，このエンジンが狙ったのは，

信頼性実験グループの主担，富田 哲生が，

た機構を採り入れるなど，様々な制御装置

究極を探ることです。

次のように語る。

が付くために，実際に運転する上で課題が

ハイブリッド車など次世代のパワートレ

「私は，これまでR35ニッサンGT-Rのエ

出ることになりました」と話す。

インが出てくるなかで，従来通りの内燃機

ンジンにも携わり，機械部分での信頼性の

関でどこまで燃費を追求できるかという挑

追求は得意でした。しかしこのエンジンで

戦でした。そこで，究極を目指すために

は，いわゆる化学的な面でてこずりました。

は，どのような技術が必要かを検討しまし

化学的分野は，業界的にも人材不足の面が

た。高い圧縮比，ポンプ損失の低減，高い

あります。

3気筒によるダウンコストで使えた技術
しかし問題は絶対性能ではなかった
具体的な様子は岸が引き継いで言う。

EGR（排気再循環）で熱効率を向上，機械

例えば，直噴エンジンなので，燃料を噴

「排気量が1.2Lの直列3気筒直噴スーパー

損失の低減などです。これらに対して，日

射するインジェクタの噴射口が燃焼室内に

チャージャエンジンで，諸元として必要な

産が持つそれぞれの究極の技術を投入して

あります。ここに，すすが着きやくなりま

性能を出すため，12.0という高い圧縮比を

いきました。

す。それをどう解決するかが課題でした
（図

使いながら，ノッキングなどの異常燃焼を

4，5）」。

起こさないように，ナトリウム封入の排気

可変バルブタイミングでミラーサイクル
を実現し（図1），ポンプ損失を減らします。

その様子を見ていた佐藤は，

バルブや，ピストンのクーリングチャンネ

しかし，有効な排気量が1.2Lよりさらに小

「すすの付きやすい温度があります。その

ルなどを採用して冷却性能を上げることで，

さくなってしまうミラーサイクルでは，動

解決には，機械工学のエンジニアが多いの

設計上は仕様を固めていくことができます。

力性能が低下してしまうので，過給はセッ

で，唸ってばかりいました……」
と振り返る。

また，定常の運転条件であれば，ほぼ狙い

トになってくる。この構想は，ヨーロッパ

富田は，

通りの実験結果が得られ，それをベースに

のダウンサイジングエンジンも採って来た

「しかも，販売したあとにお客様が使って

コンピューター上で走行シミュレーション

道であり，間違ってはいないと確証しまし

走行距離が伸びていったとき，すすの状況

することで，車としての燃費や排ガス浄化

た。

がどう変化していくかを台上試験で予測す

の性能も分かります。凄いエンジンにな
る！という手ごたえが得られるのです。

このエンジンを発表してからよく問い合

る難しさがありました。また，欧州仕様も

わせがあるのが，なぜ，ターボチャージャ

あり，それぞれにガソリン性状の違いもか

ではなくスーパーチャージャという過給を

かわります」と，付け加える。

選んだかです（図2，3）
。

岸は，

しかし，実際に走ってみると，過渡特性
のところで不十分であったり，違和感が
あったりするのです。たとえば，吸排気の

ミラーサイクルは，有効な排気量が小さ

「直噴とすることによって，冷えた空気を

可変バルブ機構と，EGRバルブを同時に

くなるため，ターボチャージャのタービン

燃焼室に導入し，高圧縮比にしやすい利点

動かす際，実際には，油圧機構，電気機構，

を働かせるための排気圧を稼ぐのに時間が

はあります。しかし，ガソリンと空気の混

そこを通る吸排気の流れに応答差が出たり

掛かり，
応答性に課題が出ます。ドライバー

合の点ですすが出やすい傾向になります。

します。すると，コンピューター上の走行

の意志に対する応答性ということを犠牲に

その点，ポート噴射であれば，予めある程

シミュレーションとは違う過渡的な燃焼状

したくなかったので，スーパーチャージャ

度ガソリンと空気が混ざった状態で燃焼室

態が生まれて，燃費にしても運転性にして

という選択になりました。もう一つは，排

に入ってくるので，すすの影響は心配あり

も，アレッ？というような症状が出るわけ

ガス浄化です。ターボチャージャに排気エ

ません。すすの解決策としては，点火時期

です。それを，適合で潰していくことにな
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走りは極めた。次は燃費だ。
―日産自動車
（株）
―

図1

可変バルブタイミング機構

図2

スーパーチャージャコンプレッサ

シミュレーション結果

1.2L Miller with S/C
1.2L N.A

G

1.2L Miller with T/C

Time
図3

スーパーチャージャ動力性能比較

図4
図5

ります」
。

インジェクタの噴射口に付くすすの問題が立ちふさがった

筒内直噴インジェクタ

も付いていて，もちろん難しさはあります。

の影響が大きく出るのです。ちょっとした

その適合作業を行ったのが，パワートレ

とはいえ，排気量が3.8Lあり，気筒数もV

失火やトルクの低下が，振動になって現れ

イン開発本部・パワートレイン実験部・ガ

型6 気筒もあると，その大きさが，細かな

ます。この点で，従来経験のなかったこと

ソリンエンジン性能適合グループの代市

適合の点で七難を隠すところがあるんです。

に挑戦していかなければ，解決できません

満であった。

要は，エンジンにゆとりがあるということ

でした」
。

「私も，GT-Rのエンジンに携わりました

です。

超高性能エンジンも開発してきた代市に

から，たぶん，今度のエンジンでは，この

しかし，HR12DDRは，排気量が1.2Lと

とっても，小排気量エンジンでの燃費と動

辺が厳しいだろうなという直感はありまし

小さく，気筒数も直列3気筒で，しかも，

力性能の両立という未経験の世界への挑戦

た。GT-Rのエンジンも，ターボチャージャ

ミラーサイクルを使い，EGRもたくさん

となった。その解決策は，どう導き出され

の過給があり，可変バルブタイミング機構

入れるとなると，少しでも燃焼が悪いとき

たのか。代市は続けて，
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岸 一昭 Kazuaki KISHI

佐藤 健 Takeshi SATO

富田 哲生 Tetsuo TOMOTA

代市 満 Mitsuru YOICHI

日産自動車株式会社
パワートレイン開発本部
パワートレイン第一製品開発部
ガソリンエンジン製品開発グループ
パワートレイン主管

日産自動車株式会社
パワートレイン開発本部
パワートレイン第一製品開発部
ガソリンエンジン製品開発グループ
主担

日産自動車株式会社
パワートレイン開発本部
パワートレイン実験部
エンジン機能信頼性実験グループ
主担

日産自動車株式会社
パワートレイン開発本部
パワートレイン実験部
エンジン性能適合グループ

「良いエンジンを作りましたので，売
れてこそ価値があると思っています。
宣伝も頑張ってくれています。その上
で，公平な第三者機関である自動車
技術会において，技術内容を見てい
ただき，受賞でき，箔がついたと思
います。こうして技術が証明されたこ
とで拡販にもつながり，嬉しいです」

「喜びは，大きく二つあります。一つは， 「実験に携わっていると，エンジニア
受賞は４人でしたが，ここまで多くの人
リング的評 価を受けることはあまり
の協力によってできた開発でしたので， 機会がありませんが，この受賞によっ
もっと色々な人に前へ出てほしいくらい
て，実験部署の全体が技術的に評価
で，苦労の成果が，受賞という分かり
されたといえ，ありがたいと思ってい
やすい形でみんなと喜びを分かち合える
ます。部品開発では，壊れるなど大
ことが嬉しかったこと。もう一つは，論
変な開発が多い中，信頼性について，
文の発表会場など色々な場所で，他社
この開発では楽をさせてもらいました。
の技術者の方からも声を掛けていただき
化学的な問題解決では苦労しました
『ここは，どうしました？』と問いかけら
が……」
れることもあって，議論にもなり，みな同
じように悩んでいるのだなと，技術課題
を共有する機会が得られたのがよかった
と思います」

「受賞によって，評価いただけたこと
で，苦労が報われたのが一番うれし
いです。周りの人たちからも『よかっ
たね』と，言葉を掛けてもらい，さ
らに，もっと良い物をという思いでい
ます。まだやり残したことがあるので
はないかとの意識も一方であります
ので，次へ向け，新たな気持ちで挑
戦していきたいと思っています」

「制御の進歩です。まず，色々な状況を知

擦損失も減って，高効率エンジンとしての

るためのセンサ技術が向上しました。その

基本性能は高いんです。一方で，失火など，

じHR12DDRエンジンでありながら，圧縮

上で，燃焼状態を実際に見る技術も向上し

何かの不具合が生じてしまうと，その影響

比の違いにもなっている。日本仕様が12.0

てきています。これができるようになると，

が大きく出てしまう面があります。状況に

であるのに対し，欧州仕様は13.0である。

シミュレーションの精度も上がっていって，

応じた適合を，そのために必要な制御開発

「実際，代市には，二度，適合をしてもら

燃焼の不具合を見つけ，改善策を探し出す

と合わせて木目細かくすることが，非常に

うことになりました」と，岸は，欧州市場

ことができるのです」。

重要になる。

向けと日本市場向けの，二倍の作業となっ

そのことについて，岸が補足する。

また，同じHR12DDRエンジンでも，欧

そのガソリンのオクタン価の違いが，同

た適合の労を労った。

「実際の運転に即した，過渡的な状況を連

州仕様はマニュアルトランスミッションが

苦労を積み重ねながら，市販に導かれた

続して確認することのできる技術が向上し

メインに組み合わされ，日本仕様はCVT

HR12DDRエンジンには，改めて，ナトリ

ないと，想像しているだけでは課題を解決

です。マニュアルトランスミッションであ

ウム封入排気バルブ，高熱伝導ピストンリ

することはできません。それが出来るよう

れば，発進で少しトルクが足りなくても，

ング，ピストンクーリングチャンネル，吸

になり，コンピューター上のシミュレー

ドライバーがアクセルの踏み方とクラッチ

気と排気の可変バルブタイミング機構，そ

ションと実験結果のコリレーション（相関

のつなぎ方を少し調節することで，大き

して過給器のスーパーチャージャの装備な

させる）ができるようになったことが大き

な問題とはなりません。ところがCVTで

ど，高度な技術が盛り沢山に採用，装備さ

い。

は，トルク低下が明らかに影響を及ぼしま

れている点に驚かされる。特に燃焼室の冷

す。それから，欧州と日本とでは，使われ

却にかかわる機能では，かつて，スカイラ

るガソリンのオクタン価も違います」
。

インGT-Rに導入されたような高度な技術

実際，直列4気筒に比べ直列3気筒のほ
うが1気筒少ない分，熱損失が少なく，摩
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走りは極めた。次は燃費だ。
―日産自動車
（株）
―

内容も含まれる。それらによって国内クラ

岸は，

た。そして，テレビコマーシャルでも『エ

ストップ水準の25.2km/L（JC08モード）の

「日産自動車はGT-Rでは走りを極めるエ

コスーパーチャージャー』というように，

低燃費と，動力性能の両立が実現したとは

ンジンを開発しましたが，このエンジンは

エンジン単体で注目されるような凄いエンジ

いえ，150万円ほどの小型車のエンジンと

燃費を極める開発でした。今までと違った

ンにかかわったのだという実感があります」
。

しては，コスト高の懸念はなかったのだろ

次元で別の究極を目指してみると，そちら

うか。

にもまたやるべきことが一杯あるのが分か

「GT-Rは，どこまで馬力を出せるか，そ

りました。出力とは別の，もう一つの究極

して壊れないかの究極への挑戦でした。こ

「部品自体も，20年ほど前に比べ安くなっ

を知った意義は大きいと思います。しかも，

のエンジンは，燃費と動力性能の両立とい

てきていることがあります。また，そもそ

先行開発ではなく市販に持ち込めたことで，

う究極の挑戦でした。その両極端なエンジ

も直列4気筒エンジンを搭載してきたよう

この知見を，日産のほかのエンジンにも波

ンを経験したことで，日産のエンジンの基

な車種に，直列3気筒エンジンにすること

及させることができます。
この開発をやらせて

準が，これまで通りでいいのかということ

で，1気筒減った分が，追加の技術の価格

もらえたことを有り難いと思っています」。

を，改めて検証することができました。基

岸が，その謎を解き明かす。

を相殺してくれます。また，通常の排気

佐藤は，

そして，代市は，

準破りをしていくことに，ワクワクしたこ

量1.2Lクラスのクルマのエンジンとしては

「まず市場導入したマイクラ用のエンジン

ともあります（笑）
。しかも，そのエンジ

高価になってしまうかもしれませんが，本

は，クルマも含めてインドの工場で作って

ンが市場に出て，評判もいいというのが嬉

来，1.5Lエンジンを使うような車種ですか

います。稼働して間もなかったインドの工

しいですね。長い歴史をもつレシプロエン

ら，クルマの販売価格も一クラス上と考え

場で生産トライアルの評価を行いながら，

ジンで，まだ燃費でやれることがあること

られます。もちろん，コストの低減は継続

ようやく市場に出すことができたときの感

を実感しました」
。

していく課題ですが，以上のような理由で，

慨は格別でした。また究極を目指したこと

かつては高出力エンジンだからと特別に投

で，このエンジン技術が，ほかの日産のエ

岸は改めて語る。

入されてきたような高度な技術を織り込む

ンジンに転用できつつあります。一つのエ

「欧州市場は，これまでディーゼルターボ

ことができたのです」。

ンジンの完成だけでなく，ほかのエンジン

と直噴の普及から，ガソリンもダウンサイ

にも波及効果が出ていることに，さらなる

ジング過給エンジンの流れに変化してきて

意欲をかきたてられています。このクラス

います。日本市場は，高圧縮比でミラーサ

は世界的に競争が厳しいので，次へ向かっ

イクルを使いながら燃費を飛躍的に向上さ

てどんどんやっていかないと，という思い

せていく流れがここ数年急速です。その二

です」。

つの特徴ある市場の両方に適合させたのが，

走りを極める
燃費を極める
究極を目指して開発された直列3気筒直
噴スーパーチャージャエンジンが，市販車

富田は，

に搭載され，市場へ導入されたいま，どの

「化学的な課題をどう解決し，作り込んで

ような思いでいるのだろうか。

いくかという点で，印象深いエンジンでし

最後に，HR12DDRエンジンについて，

このHR12DDRエンジンなのです」。
日産のガソリンエンジンに対する回答が，
ここに一つ示されたのであった。

インタビューは日産の世界戦略も含んで語られた
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